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京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）と株式会社京急ア

ドエンタープライズ（本社：横浜市西区，社長：上野 賢了）は，2022年７月６日（水）～７月 18日

（月・祝）までの期間中，体験型プログラム「けいきゅうキッズチャレンジ！」の夏シリーズとして新

企画を含めた４つのプログラムの参加者を募集します。 

 けいきゅうキッズチャレンジは，グループ各社や沿線企業と連携し普段はできない「本物体験」を提供

することで，お子さまの心身の成長をサポートするとともに，京急沿線の魅力を知っていただく機会と

して，多くの方にご好評をいただいているプログラムです。 

 今回は，すべての企画を実開催での実施で予定しており，新企画として「京急オリジナルラジオ製作」

や「ブランチ横浜南部市場内での職業体験や食にまつわる学習」，「横須賀芸術劇場裏側体験」を実施しま

す。また人気の「鉄道模型製作体験」など，夏休みの自由研究にぴったりなプログラムをご用意しており

ます。 

京急グループは，この夏のお子さまの成長をサポートいたします。詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  自由研究お助け教室！ラジオを作ってデンパを学ぼう！  

設 定 日 2022年７月 30日（土）１回目９：30～11：40 ／ ２回目 13：45～15：55 

ツアー内容 

ラジオを作ってデンパの仕組みを学ぼう！ 

・デンパの仕組みをわかりやすく解説！ 

・無線歴史展示室で無線の歴史を学ぼう！ 

・京急オリジナルラジオを作ろう！ 

 作成したラジオはお持ち帰りいただき 

自由研究等にお役立てください。 

集合場所 YRP野比駅改札外 １回目９：30集合 ／ ２回目 13：45集合 

料  金 500円（税込） 

対 象 者 小学生と保護者の方 

食  事 なし 

募集人員 
各回５組 10 名さま（最少催行人員 ５組 10名さま） 

※応募多数の場合，受付終了後抽選となり当選者の方のみにご連絡いたします。 

行  程 

◆集合時間：１回目９：30 ／ ２回目 13：45 

集合場所：京急線 YRP野比駅改札外 

路線バスにて（約５分）にて YRPセンターへ 

・YRP（横須賀リサーチパーク）ってどんなところ？ 

・デンパの仕組みをわかりやすく解説！ 

・オリジナルラジオ工作教室 

・無線歴史展示室見学 

◆現地にて解散（1回目 11：40終了 ／ ２回目 15：55終了） 

受付期間 2022年７月６日（水）10:00～７月 18日（月・祝）17:00まで 

受付方法 
京急アドエンタープライズのホームページからお申込みとなります。 

※お電話でのお申込みも可能です。 

中止連絡 
原則として開催 10日前までにご連絡します。 

※集客状況によっては変更となる場合もございます。 

注意事項 

・施設や運行の状況により，ツアー当日でも変更および中止する場合がございます。 

・本イベント中，撮影をさせていただく場合がございます。撮影させていただいた 

お客さまの画像は，京急ホームページ，その他の媒体で使用させていただく場合が 

ございます。 

・新型コロナウイルス感染症対策として，参加時には，検温・手指のアルコール消毒 

やマスク着用のご協力をお願いいたします。 

・【新型コロナウイルス感染拡大防止によるツアーの催行に関して】 

お客様の健康と安全に配慮し，緊急事態宣言発令や自治体からの移動自粛要請等に 

より，県をまたいでの移動への制限がかかった場合は，ツアーの催行を中止させて 

いただく場合がございます。 

お問い合わせ 

販売元 

㈱京急アドエンタープライズ ビジネスサポート事業部 

 TEL. 045-307-3855（平日 10:00～18:00） 

ホームページＵＲＬ https://www.keikyu-ad.co.jp 

メールアドレス   travel_w84@keikyu-group.jp 

【企画協力】株式会社横須賀テレコムリサーチパーク 

 

https://www.keikyu-ad.co.jp/


 ●食とふれあい！食を学ぼう！in ブランチ横浜南部市場 

設 定 日 2022年８月１日（月）10：45～14：00  

ツアー内容 

食とふれあい！食を学ぼう！ 

・ブランチ横浜南部市場の店舗で働いてみよう！ 

・ブランチ横浜南部市場で人気のランチを楽しもう！ 

・食をもっと知ろう！ 

 会場：ブランチ横浜南部市場（神奈川県横浜市金沢区） 

※お手土産をご用意しております。 

集合場所 シーサイドライン南部市場駅改札外 10：45集合 

料  金 

親子ペアで 1組 1,000円（税込） 

※追加：子供お一人さま 500円（税込） 

※体験はお子さまのみ 

対 象 者 小学３年生～６年生と保護者の方 

食  事 あり 

募集人員 
15組 30名さま（最少催行人員 ５組 10名さま） 

※応募多数の場合，受付終了後抽選となり当選者の方のみにご連絡いたします。 

行  程 

10：45 シーサイドライン南部市場駅改札外 集合 

11：10 A班：職業体験 B班：食にまつわる学習と体験（座学） 

12：00 ブランチ横浜南部市場内店舗のお食事 

13：10 A班：食にまつわる学習と体験（座学） B班：職業体験 

14：00 現地にて解散 

※職業体験は八百屋みなみ・神水産（鮮魚）・山安（干物）の予定です。 

※職業体験は当日店舗の班の割り振りを実施いたします。 

※解散後は，ブランチ横浜南部市場でのお買い物や体験をお楽しみください。 

受付期間 2022年 7月 6日（水）10:00～7月 18日（月・祝）17:00まで 

受付方法 
京急アドエンタープライズのホームページからお申込みとなります。 

※お電話でのお申込みも可能です。 

中止連絡 
原則として開催 10日前までにご連絡します。 

※集客状況によっては変更となる場合もございます。 

注意事項 

・施設や運行の状況により，ツアー当日でも変更および中止する場合がございます。 

・本イベント中，撮影をさせていただく場合がございます。撮影させていただいた 

お客さまの画像は，京急ホームページ，その他の媒体で使用させていただく場合が 

ございます。 

・新型コロナウイルス感染症対策として，参加時には，検温・手指のアルコール消毒 

やマスク着用のご協力をお願いいたします。 

・【新型コロナウイルス感染拡大防止によるツアーの催行に関して】 

お客様の健康と安全に配慮し，緊急事態宣言発令や自治体からの移動自粛要請等に 

より，県をまたいでの移動への制限がかかった場合は，ツアーの催行を中止させて 

いただく場合がございます。 

お問い合わせ 

販売元 

㈱京急アドエンタープライズ ビジネスサポート事業部 

 TEL. 045-307-3855（平日 10:00～18:00） 

ホームページＵＲＬ https://www.keikyu-ad.co.jp 

メールアドレス   travel_w84@keikyu-group.jp 

【企画協力】大和リース株式会社 

 

https://www.keikyu-ad.co.jp/


鉄道模型製作体験！in ホビーセンターカトー 

設 定 日 2022年８月 11日（木・祝）13：00～16：00  

ツアー内容 

京急デハ 268 号模型を作ろう！ 

・保存車両記念撮影会 

・STEAMで深まるシリーズとしてリニューアルした 

京急デハ 268号アッセンブリーキットを組み立てよう 

模型製作レクチャー付 

・製作した模型を実際に走らせてみよう 

 会場：ホビーセンターカトー東京（東京都新宿区） 

集合場所 都営大江戸線落合南長崎駅改札外 13：00集合 

料  金 

親子ペアで 1組 4,620円（税込） 

※追加：子供お一人さま 4,620円（税込） 

※体験はお子さまのみ 

対 象 者 小学３年生～６年生と保護者の方 

食  事 なし 

募集人員 
10組 20名さま（最少催行人員 ５組 10名さま） 

※応募多数の場合，受付終了後抽選となり当選者の方のみにご連絡いたします。 

行  程 

13：00 都営大江戸線 落合南長崎駅改札外 集合 

徒歩（約７分）にて「ホビーセンターカトー」へ 

・保存車両デハ 268号撮影会 

・スタッフによる模型についての説明後，模型作り 

・自分の製作した模型に動力車両を連結して操縦体験 

16：00 現地にて解散 

※解散後は、ホビーセンターカトー東京でのお買い物や体験をお楽しみください。 

受付期間 2022年７月６日（水）10:00～７月 18日（月・祝）17:00まで 

受付方法 
京急アドエンタープライズのホームページからお申込みとなります。 

※お電話でのお申込みも可能です。 

中止連絡 
原則として開催 10日前までにご連絡します。 

※集客状況によっては変更となる場合もございます。 

注意事項 

・施設や運行の状況により，ツアー当日でも変更および中止する場合がございます。 

・本イベント中，撮影をさせていただく場合がございます。撮影させていただいた 

お客さまの画像は，京急ホームページ，その他の媒体で使用させていただく場合が 

ございます。 

・新型コロナウイルス感染症対策として，参加時には，検温・手指のアルコール消毒 

やマスク着用のご協力をお願いいたします。 

・【新型コロナウイルス感染拡大防止によるツアーの催行に関して】 

お客様の健康と安全に配慮し，緊急事態宣言発令や自治体からの移動自粛要請等に 

より，県をまたいでの移動への制限がかかった場合は，ツアーの催行を中止させて 

いただく場合がございます。 

お問い合わせ 

販売元 

㈱京急アドエンタープライズ ビジネスサポート事業部 

 TEL. 045-307-3855（平日 10:00～18:00） 

ホームページＵＲＬ https://www.keikyu-ad.co.jp 

メールアドレス   travel_w84@keikyu-group.jp 

【企画協力】ホビーセンターカトー東京 

 

https://www.keikyu-ad.co.jp/


 

 横須賀芸術劇場裏側探検隊！けいきゅうキッズチャレンジ！Ver. 

設 定 日 2022年８月 17日（水）１回目 13：40～15：30 ／ ２回目 15：40～17：30 

ツアー内容 

普段は見れない横須賀芸術劇場の裏側を探検！ 

・みんなで協力して、照明や音響など実際の機材を使って 

朗読劇の舞台を組み立ててみよう 

・スポットライトに当たってスター気分を味わおう 

・けいきゅうキッズチャレンジ！バージョンでけいきゅんが登場！ 

集合場所 京急線汐入駅改札外 １回目 13：40集合 ／ ２回目 15：40 集合 

料  金 無料 

対 象 者 小学生と保護者の方 

食  事 なし 

募集人員 
各回 18組 36 名さま（最少催行人員 ５組 10名さま） 

※応募多数の場合，受付終了後抽選となり当選者の方のみにご連絡いたします。 

行  程 

◆集合時間：１回目 13：40 ／ ２回目 15：40 

集合場所：京急線汐入駅改札外 

徒歩（約 3分）にて「横須賀芸術劇場」へ 

・横須賀芸術劇場内のバックヤードを見学 

・本物の照明や音響機器に触れて朗読劇の舞台を組み立ててみよう 

・舞台上で，けいきゅんと記念撮影やスポットライトに当たってみよう 

◆現地にて解散（1回目 15：30終了 ／ ２回目 17：30終了） 

受付期間 2022年７月６日（水）10:00～７月 18日（月・祝）17:00まで 

受付方法 
京急アドエンタープライズのホームページからお申込みとなります。 

※お電話でのお申込みも可能です。 

中止連絡 
原則として開催 10日前までにご連絡します。 

※集客状況によっては変更となる場合もございます。 

注意事項 

・施設や運行の状況により，ツアー当日でも変更および中止する場合がございます。 

・本イベント中，撮影をさせていただく場合がございます。撮影させていただいた 

お客さまの画像は，京急ホームページ，その他の媒体で使用させていただく場合が 

ございます。 

・新型コロナウイルス感染症対策として，参加時には，検温・手指のアルコール消毒 

やマスク着用のご協力をお願いいたします。 

・【新型コロナウイルス感染拡大防止によるツアーの催行に関して】 

お客様の健康と安全に配慮し，緊急事態宣言発令や自治体からの移動自粛要請等に 

より，県をまたいでの移動への制限がかかった場合は，ツアーの催行を中止させて 

いただく場合がございます。 

お問い合わせ 

販売元 

㈱京急アドエンタープライズ ビジネスサポート事業部 

 TEL. 045-307-3855（平日 10:00～18:00） 

ホームページＵＲＬ https://www.keikyu-ad.co.jp 

メールアドレス   travel_w84@keikyu-group.jp 

【企画協力】公益財団法人横須賀芸術文化財団 

 

https://www.keikyu-ad.co.jp/
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 別 紙  

「けいきゅうキッズチャレンジ！」について 

 

１．概  要 

「けいきゅうキッズチャレンジ！」では，美しい自然や豊かな産業など多彩な魅力にあふれる京急沿

線をフィールドに，もっとたくさんの子どもたちに沿線の魅力を知っていただき，さらには子どもたち

自身の成長にもつながるプログラムを実施しています。 

ふだんはできない“本物”の職業体験や自然体験を通じて子どもたちの五感を刺激し好奇心を育み，

心身の成長をサポートいたします。 

 

 

２．シリーズロゴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．内  容 

“本物”の職業体験や自然体験を通じて子どもたちの五感を刺激し好奇心を育み，心身の成長につな

がるプログラムを企画します。 

 

   自然や文化にふれ，地域の人たちと交流していくことで，子どもたちの感性や感受性を育て

ていきます。 

 

   見る・聞く・触れるなどの五感をフル回転！子どもたちの「なんだろう？」や「やってみた

い！」という気持ちを応援します。 

 

     教育と体験に重きを置き，子どもたちの好奇心を育みます。参加後にご家庭でも心身の成長

が感じられるようなプログラムを提供します。 

 

４．そ の 他 

参加されたお子さまには，オリジナルグッズをプレゼントいたします。 

 

 

５．問い合わせ先 

㈱京急アドエンタープライズ ビジネスサポート事業部 

TEL．045-307-3855（平日 10：00～18：00のみ受付） 

 

 


